
0 

 
  

第 13 号 
平成 23 年 7 月 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 目 次 ― 
 
1.「巻頭言」 
2.≪講演会報告≫第 193 回コロキウム「グリーン触媒反応の開拓」 
3.≪会議報告≫「やまぐち事業化支援・連携コーディネート会議」定時総会 
 
4.≪特集≫「やまぐちイノベーション創出推進拠点」開所式 

～JST 地域産学官共同研究拠点整備事業の山口県拠点～ 
5.≪会議報告≫新エネルギー利活用シンポジウム －地域での副生水素の利活用と産業活性化－ 
 
6.≪企業訪問報告≫帝人㈱先端技術開発センター 
～2010 年ノーベル化学賞受賞者根岸教授の初任地、新規事業を産み出すイノベーション→インキュベーションセンター～ 
7.≪クラスター交流報告≫久留米高度先端医療開発クラスター 

～㈱久留米リサーチパーク（公共 6 団体と民間企業 108 社が共同出資）が包括的に推進～ 
8.特許法等の一部改正 
9.こんな事がありました。 
10.新聞掲載情報 
11.行事予定 

 
……………………………1 
……………………………1 
 
……………………………1 

 
……………………………2 
 
……………………………3 
……………………………4 
 
……………………………4 
 
……………………………4 
……………………………5 
……………………………5 
……………………………5 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 193 回コロキウムが平成 23 年 6 月 2 日（木）午後 5 時から山口東京理科大学 5 号館

第 3 ゼミ室で、やまぐちグリーン部材クラスターの後援のもと開催され、学外を含め約 30
人が出席した。 
コロキウムは、1995 年に山口東京理科大学が 4 年制として開学して以来続けられてい

る。学内の教員がお互いを知り合うために始め、学生が増えるにつれて、学外から第一線

の研究者を招待してホットな研究成果をお聞きし、質問をぶつけあってお互いに切磋琢磨

する場所となっている。 
さて、第 193 回コロキウムの講師は、大阪大学名誉教授、岡山理科大学客員教授で、㈳

日本化学会の会長も務めた村橋俊一先生である。村橋先生は、1961 年大阪大学工学部卒業

後、1979 年に阪大基礎工学部教授に就任されている。1995 年日本化学会賞、2002 年フン

ボルト賞、2010 年日本学士院賞など受賞も多く、環境問題にも早くから関心を持ち、持続

可能社会の発展に向けてグリーンケミストリーの立場からの著書も執筆されている。 
本コロキウムでは、環境に優しいグリーン触媒反応開拓の概念を具体例を示しながら話された。生体中のチトクローム P-450 や

フラビン酵素の機能をまねた環境に優しい有機金属触媒を用いる酸化反応、通常使用されるような酸や塩基を使用せず、塩を生成

せずに中性条件下での反応を行う低原子価金属触媒反応などである。持ち時間の全てを使った講演は、聴衆を魅了した。 
 
 
 
 首記定時総会が 6 月 3 日、山口市で開催され、関係者約 70 名が参集し、事業化支

援に向けて決意を新たにした。 
 そもそも本会議（会長、伊藤通雄㈶やまぐち産業振興財団副理事長）は、県内の産

業支援機関、大学及び高専等の事業化の支援や産学公連携の推進をおこなうコーディ

ネータ等が連携することにより、地域発イノベーションの創出を目指すことを目的と

して、平成 20 年 11 月に設立されたもの。 
山口大学をはじめとする教育・研究機関 9 機関、地域の様々な事業化支援組織（㈲

山口 TLO、周南新商品創造プラザなど）や自治体（山口県、宇部市）および金融機

関（㈱日本政策金融公庫）など 27 機関が加わっている。事務局は㈶やまぐち産業振

興財団が担い、活動の中心は山口大学を中心とし県内の大学・高専や研究機関等のコ

ーディネータが担っている。やまぐちグリーン部材クラスターの中核機関の（地独）

山口県産業技術センター（宇部市）も一員として参画している。 
 山口県内の事業化支援関係者の貴重な情報共有の場となっており、研究者検索データベースの整備、㈶やまぐち産業振興財団の

研究開発助成金の推薦、研究者シーズ集の発刊などを行っている。 
総会終了後、（公益財団法人）ちゅうごく産業創造センターの名雪コーディネータ（㈱ビックス代表取締役）による「産学公連

携について～推進におけるコーディネータの役割～」と題した基調講演、および㈱ニシエフ（下関市）の堀井社長による「海面突

入時の衝撃を低減する自由降下式救命艇の開発」と㈱木原製作所（山口市）の木原社長による「乾燥機市場の新規開拓」の 2 件の

事例発表が行われた。 
会議終了後の交流会には、講演者を含め大部分の参加者が参加し、「地域発イノベーション」を肴に「維新」マインドが飛び交

った。 

「巻頭言」 
評価委員 佐賀浩 1 

≪講演会報告≫第 193 回コロキウム「グリーン触媒反応の開拓」 
研究副統括 戸嶋直樹 2 

≪会議報告≫「やまぐち事業化支援・連携コーディネート会議」定時総会 
～コーディネータら約 70 名がシーズの事業化を誓う～    事業総括 倉重光宏 
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最初に、当行の名前を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に紹介させていただきます。私ども株式会

社日本政策投資銀行は、平成 11 年 10 月に政策金融機関の日本開発銀行と北海道東北開発公庫を統合し設立された金融機関

であり、平成 20 年 10 月に民営化し、株式会社として新たなスタートをきりました。当行は、かつての政策金融機関として

のＤＮＡを活かし、新成長分野、社会インフラ整備、地域活性化などの分野で投融資一体型の金融サービスをお客様に提供

していくことを心がけています。 
この「巻頭言」にて私事の話をするのは甚だ恐縮ですが、ちょっと触れさせていただきますと、私自身は新潟県の出身で

すが、昨年亡くなった父の生まれはここ山口県であり、私の本籍も美祢市にあります。昨年４月から広島にあります中国支

店に転勤となり、貴クラスターでの関係をはじめ山口県の各地を訪れる機会が増えましたが（あいにく、本籍の美祢市はゆ

っくり見て回る機会を得ていません・・・）、例えば宇部市、周南市、岩国市に代表される工業集積、関門海峡を臨む景色の

すばらしさとともに歴史的資源の豊かな下関市、「西の京」の名残を残す、行政や文化の中心である山口市など、訪れるたび

にその場所ごとの多様性に驚かされます。ことクラスターにおいても、企業、大学、行政など、多様な主体・人材・知が集

積することによりイノベーションが生まれやすくなるといわれています。昨年度から評価委員として貴クラスターに関わら

せていただいていますが、貴クラスターにおいても、多様性の高いご当地と同様に多様な主体の参画によりイノベーション

が生まれ、着実に成果を出しつつあるように感じています。 
目下、我が国のエネルギーに関する問題に人々の関心が高まっています。貴クラスターにおける省資源・省エネルギーに

主眼を置く研究開発の成果が、この問題の解決に資する日が来ることを願って止みません。 

村橋俊一大阪大学名誉教授 
（元日本化学学会会長） 

「やまぐち事業化支援・連携コーディ

ネート会議」定時総会（山口市にて） 
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 山口県、山口大学、山口県経営者協会（日本経団連の山口県組織）の 3 者は、かねてより地域に根ざした産学公連携拠点の整備

を目指し、JST（（独）科学技術推進機構）が平成 21 年度に公募した「地域産学官共同研究拠点整備事業」に応募し、見事全国 40
拠点の 1 つに選ばれ、総額約 8 億 4 千万円に及ぶ研究設備や機器の整備を進めてきた。新設の設備は山口大学と山口県産業技術セ

ンターに設置され、両者は協力・連携して本拠点を運営する。 
5 月 31 日、関係者百数十名が参集して山口大学工学部構内の「産学公連携・イノベーション推進機構」前の特設会場で開所式が

盛大に行われ、NHK ほか地元マスコミも多数取材に駆けつけた。 
冒頭、山口大学の丸本学長が「科学技術を活用した地域活性化の加速」、「大学等の知的ポテンシャルと国内有数の素材型産業

の集積に基づく地域のイノベーションポテンシャルを活かしていく」と挨拶。 
続いて、山口県産業技術センターの山田理事長が「本日（5 月 31 日）山口県産業技術センターが山口大学と包括連携協定に調印、

今後は事業化を目指す産学官共同研究プロジェクトを強力に推進し、地域産業の発展に寄与する」と挨拶。 
続いて山口県商工労働部の森部長が、「山口大学や山口県産業技術センター等関係機関と連携して、LED 等省エネルギー・省資

源に資する研究開発及び事業化を促進する「やまぐちグリーン部材クラスター事業」などの諸施策を積極的に展開する」と挨拶。 
 来賓の JST 小原理事は、本件が採択に至ったのは①時宜に適った省エネ・環境・マテリアル技術分野にフォーカス、②MOT（技

術経営）と絡めたプロジェクトの先進的なマネージメントの 2 点の評価を披露した上で、新しい技術の創出を期待すると結んだ。 
 機器設置総床面積は 480 平方メートル、新設された機器は、透過電子顕微鏡、サーマル電界放出形走査電子顕微鏡、フィールド

エミッションオージェ電子顕微鏡（FE-AES）など 38 点。そのうち山口県産業技術センターには、FE-AES、X 線 CT 装置など 4
点が設置された。開所式後、参列者は 2 班に分かれて、新設された機器を見学した。 
 本拠点は、スタートして 3 年目に入っている文部科学省の地域イノベーション戦略支援プログラム（グローバル型）「やまぐち

グリーン部材クラスター」に関係する研究開発の加速とその事業化にも強力な推進軸になるものと期待している。 
 何よりも評価すべきは、先端設備・機器を揃えた拠点が整備されたことで、やまぐちグリーン部材クラスター事業の終了後（平

成 25 年）も継続的な地域発のイノベーション推進に寄与できる環境が整ったことである。 
 導入された設備のうち、やまぐちグリーン部材クラスターで利用可能と思われる機器を以下に示す。 
＜問い合わせ先＞ 
山口大学産学公連携・イノベーション推進機構 TEL 0836-85-9975 URL http://www.sangaku.yamaguchi-u.ac.jp 
山口県産業技術センター TEL 0836-53-5053 URL http://www.iti-yamaguchi.or.jp 
 

主な設置機器一覧（やまぐちグリーン部材クラスターに関係する機器を抜粋） 
No. 機器名 型名 メーカー名 
1 透過型電子顕微鏡システム JEM-2100 日本電子 
2 サーマル電界放出形走査電子顕微鏡 JSM-7600F 同上 
3 ソーラーシミュレータ SS-156XIL 英弘精機 
4 ガスクロマトグラフ質量分析システム／差動型示差熱天秤 GCMS-QP2010Ultra/Thermo Plus Evo II 島津製作所 
5 ナノ粒子径分布測定装置 SALD-7100 同上 
6 レーザー形状測定装置 LT-9500 キーエンス 
7 二次元輝度計 ICAM-ST 東洋テクニカ 
8 クリーンルーム（クラス 1000）   
9 ガスクロマトグラフシステム GC2014AF/SPL 島津製作所 

10 全有機炭素計 TOC-VCPH 同上 
11 ガス濃度分析装置 CGT-7000 ﾀｲﾌﾟ 1A 同上 
12 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 JAMP-9500F 日本電子 
13 レーザー干渉平面度測定装置 FT-900v2 ニデック 
14 干渉膜厚計 FE-3000YIT 大塚電子 
15 X 線 CT 装置 inspeXioSMX-225CT 島津製作所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【特集】「やまぐちイノベーション創出推進拠点」開所式 
～JST 地域産学官共同研究拠点整備事業の山口県拠点～    事業総括 倉重光宏 
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看板除幕式 式辞を述べる山口大学丸本学長 見学会スナップ 

http://www.sangaku.yamaguchi-u.ac.jp/
http://www.iti-yamaguchi.or.jp/
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首記シンポジウムが平成 23 年 6 月 10 日に山口県産業技術センター（山口県・山口県産業

技術センター共催）で開催され、県内外から約 200 名が参加した。 
 冒頭に、二井山口県知事が、副生水素*の生産量が全国有数であるという本県の特性を活

かして「水素フロンティア山口推進構想」に基づきこれまで取り組んできたが、地球環境問

題への積極的な対応やエネルギーの多様化・分散化が再認識されてきている中、本県の特性

とこれまでの取組の成果を産業振興に活かすため、水素というエネルギー資源への理解を深

め、関連事業の取組に繋げてほしいとあいさつした。 
 続くシンポジウムでは、まず、県新産業振興課の黒瀬課長から、「山口県における新エネル

ギー利活用の取組」と題して、本県における新エネルギーに関するこれまでの取組と今後の

取組が紹介され、その中で「やまぐちグリーン部材クラスター」事業で代表される「省エネ・省資源型産業創出・集積プロジェク

ト」に加えて、この度「新エネルギー利活用プロジェクト」をスタートさせることが説明された。 
次に NEDO（（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構）の細井氏が「燃料電池・水素インフラの現状、課題とその先へ」と

題して講演、最後に既に多様な水素事業に取り組んでいる岩谷産業㈱の宮崎氏と谷氏から「副生水素の利活用によるまちづくりと

産業活性化」と題してビジネス戦略を紹介。水素エネルギー社会へ向けて山口県の可能性を感じることができる講演であった。 
シンポジウムと並行して、水素関連展示や LED 関連製品等の県内産業環境対応型製品の展示があった。水素関連では、水素関

連研究紹介、水素自動車及び水素自転車の展示があり、LED 関連製品等の県内産業環境対応型製品の展示等では、省エネを最大の

特徴とする多彩な LED 応用製品が実演展示された。太陽電池搭載 LED 街灯や蛍光灯型 LED 照明、またデジタル電子広告装置や

LED 装置に欠かせない放熱材、世界最高レベルの高性能な太陽電池など約 30 点が実演展示され、多くの参加者の注目を集めてい

た。中でも圧巻は、㈱ストロベリーメディアアーツ（下関市）の「ブラックホール 9」と名付けられた対角 170 インチ（約 4.3m）

の LEDイベント表示ディスプレイであった。ブラックホール 9は放送局でも採用されているほど高画質が特徴で、1ユニット 8.5kg
の表示ブロックは世界最軽量を誇り、引き合いも多いと聞く。出展物の一覧を以下の表に示す。 

 
LED 関連製品等の県内産業環境対応型製品の出展物一覧（出展企業等五十音順） 

※①「やまぐちグリーン部材クラスター」正会員   ※②「やまぐちグリーン部材クラスター」準会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 企業・団体名 出展物 
1 岩谷産業㈱ 水素自転車 
2 宇部興機㈱（宇部市）※① 太陽光発電式白色 LED 街灯､LED ﾄﾝﾈﾙ内照明 
3 ㈱兼清電子（下松市） LCD 大型表示器､ﾌｨｰﾙﾄﾞｼｰｹﾝｼｬﾙ LCD 
4 河内板金工業㈱（田布施町） LED 照明手摺り､LED 照明街灯 
5 サン電子工業㈱（下関市） LED 電球用電源､LED 照明用電源 
6 ㈱トクヤマ（周南市）※① 高純度(ｲﾚﾌﾞﾝﾅｲﾝ)多結晶ｼﾘｺﾝﾅｹﾞｯﾄ&ﾛｯﾄﾞ､高純度窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑ粉末･焼結粒 
7 ㈱ストロベリーメディアアーツ 

（下関市）※② 
ｲﾍﾞﾝﾄ用大型 LED ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ「ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙ 9」 

8 竹和工業㈱（下松市） 作業用ﾗｲﾄ｢ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾑ｣ 
9 長州産業㈱（山陽小野田市）※① 住宅用太陽電池ｼｽﾃﾑ｢Sunsiesta｣ 
10 ㈱藤井電業社（宇部市） LED 内照式看板､LED ﾓｰﾆﾝｸﾞﾗｲﾄ､電光掲示板 
10 ㈱ブンシジャパン（周南市） ｢ﾊﾞｲﾙｯｸ｣LED 照明付拡大鏡 
11 水口電装㈱（下関市）※① LED 誘魚灯､蛍光灯型 LED 照明｢LECOLX20｣人感ﾀｲﾌﾟ､ﾊｲﾊﾟﾜｰ LED 照明 110W 
12 やまぐちＬＥＤ照明研究会 ﾎﾟｽﾀｰ展示 
13 やまぐちグリーン部材クラスター ﾎﾟｽﾀｰ･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ展示 
14 ㈱山口工社（周南市） LED ｻｲﾝｼｽﾃﾑ､ｽﾄﾚｰﾄ型ﾍﾞｰｽ照明埋め込み型､ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 
14 山口東京理科大学（山陽小野田市） 明るさ･省ｴﾈを特徴とする液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
15 ㈱ヨシミエレクトロニクス（下関市） ｢ｽﾑｰｽくん 2」工事用自動信号機､LED ｿｰﾗｰ街灯用発電量表示器､観光案内板 

≪会議報告≫新エネルギー利活用シンポジウム 
－地域での副生水素の利活用と産業活性化－         事業総括 倉重光宏 
 

5 

＊：（副生水素）食塩水の電解によるソーダの製造、製鉄、石油精製工場などから副産物として発生する水素ガス、山口県はソーダ工場、石
油精製工場など素材産業が盛んで、副生水素に恵まれている。山口県は全国の最大水素発生量の 10.3％を誇る。 

シンポジウム会場 

先端放熱材料 
部材の出展（㈱トクヤマ） 

大型 LED イベント表示装置 
「ブラックホール 9」を視察する二井山口県知事 

山口県がリース導入している、 
水素自動車 
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帝人㈱は、そもそも 1918 年米沢高等工業学校（現在の山形大学工学部）発のベンチャーで、日
本初のレーヨン（人造絹糸）メーカーとして誕生した。中でも岩国事業所はもっとも歴史ある事業
所で 1927 年レーヨンフィラメント生産工場として創業を開始した老舗事業所で、錦帯橋で有名な
岩国市の錦川下流一体に広がるコンビナートの一角にある。玄関には 2008 年に日本化学会の第一
回化学遺産に認定された「木製の紡績機」が大切に飾られている。 
帝人㈱岩国事業所内に 2008 年（平成 20 年）2 月、新事業開発の新たな拠点として設置された先

端技術開発センターを訪問した。同センターは、帝人グループの研究開発成果を「イノベーション
からインキュベーション」へ担う事業化戦略拠点で、帝人グループの将来を支える新事業開発を担
っている。また、社外に開かれた開発拠点「オープンラボ」をもち、

いわゆる「オープンイノベーション」を地でいくようなお客様との
共同開発の場と位置付けて、大学などとの共同研究の場としても活
用し、最先端研究者との人材交流を推進することによって先端技術
の融合と創出を進めるといった先進的な機能を有している。ここで
行われる開発は、ポリマーサイエンス、ナノテクノロジー、バイオ
テクノロジー、エンジニアリング、およびこれらの融合領域であり、

具体的にはバイオプラスチック、新規炭素材料、水処理技術、次世代電子材料、機能性ナノ材料、
ナノ複合材料 などである。 
 先端技術開発センターのすぐそばには、昨年度ノーベル化学賞を受賞された米パデュー大根岸英
一特別教授が帝人在職中に岩国で研究を行った研究実験棟があり、またセンターの広い玄関ロビー
には根岸特別教授の写真と色紙が飾られていた。歴史と技術を感じる訪問であった。 
 
 
 
 

6 月 16 日、久留米市中心部の久留米リサーチパーク内に本部を構える久留米高度先端医療
開発クラスター（本部長小川福岡県知事）を、やまぐちグリーン部材クラスターの倉重事業総
括と吉村事務管理マネージャーの 2 名が訪問。両クラスターは同期クラスターで、意見交換を
目的に交流会をもった。 
 久留米クラスターは①癌ペプチドワクチンの臨床効果の検証、②癌ワクチンの効果・副作用
診断技術の開発、③革新的癌診断・研究ツールの開発の 3 本のテーマを掲げ、産 7 社、学 8 大
学、官 4 機関で取り組んでいる。 
 同クラスターの構想は 2001 年 9 月設立された「福岡県バイオ産業拠点推進会議」が掲げた
「福岡バイオバレープロジェクト」にルーツがあり、久留米市を中心にした「バイオクラスタ
ー」の形成を目指している。 
 中核機関は、㈱久留米リサーチパークが担っているが、民間企業が母体のクラスター形成は
全国でも珍しい。聞くと、同社は久留米市や福岡県などの公共セクターが約 60％を出資、残
りを民間セクター108 社が出資しており、市有地の百年公園内の借地に事務所棟、研究開発棟、
バイオインキュベーションセンター、バイオファクトリー（工場）など、クラスター形成に必
要なすべてのビル群と機能を一括保有、運営している。一括的な運営はうらやましい限りだが、
収入は家賃収入（28％）、受託事業（20％）、補助金等（52％）で半分以上は公費で賄われて
おり、補助金等の公費が半分以上を占めることから、経営形態について議論していく必要があ

るとも聞いた。 
 コーディネータの中に、金融機関出身者が 2 名含まれ、彼らのフットワークの速さや人的なネットワークにものを言わせて大活
躍中と聞いたのには感心した。 
 やまぐちグリーン部材クラスターから事業概要を紹介すると共に、両クラスターにて意見交換をした。産官学の交わりにくさや
研究開発テーマの事業化までの困難な道のりの克服などについて、お互い歯に衣を着せない有意義な交換ができ、互いに今後の検
討を誓い合った。 
 
 
 
 
 
以前から関係者の間で要望が強かった「特許法等の一部を改正

する法律案」が、平成 23 年 5 月 31 日に可決・成立し、6 月 8
日に公布されました。（施行日は別途政令で定める） 
改正内容の詳細は特許庁のホームページで公開されています

が、ここでは本クラスターでも関心がありそうな３つの改正内容
について簡単にご紹介致します。 

 
 
○ライセンス保護の強化 
一般的なライセンス（特許権の実施許諾契約）は、その権利 

（＝通常実施権といいます）を特許庁に設定登録しておかない限
り、契約締結後にその特許権が第三者に譲渡された場合にその第
三者に対抗することができず、ライセンシー側に不測の事態を招
くおそれがありましたが、今回の改正で、そうした登録がなくて
もライセンス契約後に特許権を譲渡された第三者に対抗するこ
とができるようになりました。 
 

○共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護 
改正前の制度では、例えば発明者以外の第三者あるいは共同発

明者の一部の人が勝手に特許出願し、特許権が成立したような場
合、事後的にその特許権自体を無効にすることはできましたが、
本来特許を受ける権利を持つ者が自分に特許権を返還するよう
請求することは認められていませんでした。改正法では、本来特
許を受ける権利を有する者が、そうした不正出願により権利を得
た特許権者に対して、特許権の移転を請求できることが明記され
ました。 
○新規性喪失の例外規定の適用緩和 
改正前の制度では、新規性喪失の例外が認められる対象は、①

発明者等が発明完成後に試験を行った、②刊行物に発表した、③
インターネットを通じて発表した、④特許庁長官が指定する学術
団体が開催する研究集会において文書をもって発表した、などに
限られていましたが、改正法では、どのような形で公表したかに
かかわらず、発明者等により公表された場合であれば、例外規定
の適用を受けることができるようになりました。 

≪クラスター交流報告≫久留米高度先端医療開発クラスター  事業総括 倉重光宏 
～㈱久留米リサーチパーク（公共 6 団体と民間企業 108 社が共同出資）が包括的に推進～ 7 

【特許法等の一部改正】特許法等の一部を改正する法律が公布されました。 
知財コーディネータ 三宅雄二 8 

≪企業訪問報告≫帝人㈱先端技術開発センター  科学技術コーディネータ 徳勢允宏 
～2010 年ノーベル化学賞受賞者根岸教授の初任地、新規事業を産み出すイノベーション→インキュベーションセンター～ 6 

創業初期の紡糸機模型 

（左から）片桐 CD、 
石丸事業所長、 
倉重事業総括、 

友納センター長、徳勢 CD 

左下から、倉重事業総括（山口）、 
大内田事業総括代行（久留米）、 
北里副事業総括（久留米） 

左上から、吉村事務管理 M（山口）、 
田川 CD（久留米）、 
池田副事業総括（久留米）、 
矢野知財 CD（久留米） 
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やまぐちグリーン部材クラスターが山口地域で展開している、文部科学省の「地域イノベーション戦略支援プログラム」は、平

成 21 年（2009 年）9 月キックオフし、3 年目に入っています。 
新年度（平成 23 年度）早々、他クラスターと交流を深め、またワーキンググループを新たに設けて課題を検討するなどしてい

ます。 
その他に、新たな準会員として、㈱ストロベリーメディアアーツ（下関市）が入会されました。㈱ストロベリーメディアアーツ

は、高画質のイベント用 LED ディスプレイの開発・製造・販売などを行っている下関市に本社を構える企業で、「ブラックホール

9」と名付けた表示ユニットは、放送局などからも高い評価を受けており、対角数 100 インチまでの対応が可能と謳われています。 
 
 
 
▼クラスター関係▼ 
6/7 【日経産業新聞】（㈱トクヤマ）トクヤマ、秋田進出「10 億円で LED 基板工場」 
6/21 【日経産業新聞】（宇部興産㈱）多層カーボンナノ、年産 20 トンの設備、宇部興産参入へ 
6/23 【日刊工業】（宇部市）イノベーション大賞の募集開始 
6/26 【日経産業新聞】（宇部興産㈱＆サムスン電子）有機ＥＬ技術 韓国に集積 
▼関連記事▼ 
6/9 【日刊建設工業新聞】（コイズミ照明㈱）15 年度の海外売上高 80 億円「アジア各地に代理店網」 
6/10 【中国新聞】副生水素でエコ事業 本年度県着手 県内企業参入促す 
6/12 【日本経済新聞】LED 照明素材も活況「住友化学基板原料に 100 億円」「三菱化学蛍光体生産能力 7 倍」 
6/23 【日刊工業】中国 LED 照明急成長展示会は活況「日系企業に商機」 
6/24 【日刊工業】（日本タングステン㈱）超高輝度 LED 放熱基板を開発「放熱性高く安価で生産」 
6/27 【朝日新聞】LED 漁灯普及へ着々「発電用油大幅減 魚好む波長がカギ」 
 
 
 
7 月 4 日（月）LED 産業セミナー（福山ニューキャッスルホテル） 
【公益財団法人しまね産業振興財団、財団法人鳥取県産業振興機構、公益財団法人ひろしま産業振興機構、財団法人やまぐち産業振興財団】 
7 月 13 日（水）食品技術講習会（山口県産業技術センター）【山口県産業技術センター】 
7 月 15 日（金）本部会議・全体推進会議（山口グランドホテル）【やまぐちグリーン部材クラスター】 
7 月 20 日（水）地域イノベーション創出 2011 in 岡山（岡山コンベンションセンター）【中国地域産学官コラボレーション会議】 
7 月 21 日（木）やまぐち LED 照明研究会 平成 23 年度第 1 回研究会（山口県産業技術センター） 

【やまぐち LED 照明研究会、山口県、山口県産業技術センター、㈶やまぐち産業振興財団】 
7 月 22 日（金）平成 23 年度自動車用軽量部材研究会講演会 in 広島新規開業応援セミナー（広島 YMCA ホール） 

【（独）産業技術総合研究所 中国センター】 
7 月 26 日（火）太陽電池産業創出 2011 in ひろしまー（広島国際会議場）【中国地域太陽電池フォーラム】 
7 月 28 日（木）LED 応用技術セミナー（浜田ステーションホテル） 
【公益財団法人しまね産業振興財団、財団法人鳥取県産業振興機構、公益財団法人ひろしま産業振興機構、財団法人やまぐち産業振興財団】 
 
 
 早いもので、クラスターセンターニュース創刊号から今月号で 1 年が経ちました。はたして、皆様のお役

に立てたり、皆様の興味をそそったり、内容あるニュースになっているでしょうか？今後とも、よりよいニ

ュースを作ってゆく為、ご意見やご感想がございましたら、是非お待ちしておりますのでどうぞ宜しくお願

い致します。 
 

【こんな事がありました。】 
 9 

【新聞掲載情報】 
 10 

【行事予定】 
 11 

≪ 編 集 後 記 ≫       広報企画員 豊守亜希 
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無断複製・転載は、固くお断り申し上げます。 
 

第 13 号（平成 23 年 7 月 6 日発行） 
 

（ 企画著作 ）やまぐちグリーン部材クラスター 
（発   行）やまぐちグリーン部材クラスター本部 
（発行責任者）倉重光宏 
（ 編集委員 ）吉村弘之 

           豊守亜希 
 

地方独立行政法人 山口県産業技術センター 
〒755-0195 山口県宇部市あすとぴあ 4 丁目 1-1 
TEL：0836-53-5061 FAX：0836-53-5072 
Homepage：http://greenvalley.iti-yamaguchi.or.jp/greenvalley/ 
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